
別紙5

＿財産目録
（平成銃牢綱31日現軽）

平成28年5月25日

（単位：円）　1頁

黄塵・負債u）国訳 �金∴∴頼 
1．資産の部 �277，937．645 

流動資産 
現金預金 
現金 �182 �，753 

福光園 �28 �言84 
ケアハウス老楽園一厳型 �39．837 
ケアハウス老楽園特定施設 �33．154 
老楽園デイサービスセンター �28．017 

福光園アネックス �22，928 
福光固デイサービスセンター �7．313 
グループホームやすらぎの家 �9，919 
グループホームフグちゃんハウス �13．401 

普通預金 �231，754，892 
一関信金本店No1228849　福光園 �45．714，252 

一関信金本店No1228857　福光園短期入所 �17．899 �，848 

一関信金本店No1198220　福光園ヘルパー �11，715，302 

一関信金本店Nol198246　老楽園一般 �23，160 �．888 

一関信金本店No1228831老楽園特定 �3，698 �．238 

一関信金本店同1198238　老楽園デイ �20、253，349 

一関信金本店的．1199739　老楽園生きがい手当 �1－922．907 

一関信金駅前NoOO68962　本部 �1，746．851 

一関信金駅前NolO68715　福光園アネックス �39，585．603 

一関信金駅前NoII30053　7諦舛短糊入所 �14．739，507 

一関信金駅前‰0994876　福光園デイ �14，642，253 

一関信金駅前Nol131512　福光園生きがいデI �2 �，846 

一関信金駅前NO1125068　福光園居宅 �8．38 �．062 

一関信金駅前NolO18697　福光園支援t労－ �2 �．926 

一関信金駅前Nol153015　やすちぎの家 �11．62 �．109 

一関信金駅前Nol166503　フクちゃんハウス �16．60 45，71 �．520 

岩手銀行N（11357423　やすらぎの家 ��，431 

信金本店　普通1228849（福光園） ��，252 

信金本店　普通1228857（福短） �17．89 �．848 

信金本店　普通1198220（へ肋〇一） �11．71 �，302 

信金本店　普通1198246（老楽園） �23，16 �，888 

信金本店　普通122883日特定） �3，69 �，238 

信金本店　普通1198238（老デイ） �20．25 �349 

信金本店　普通1199739（老生きテ‘l） �1．922 �907 

信金駅前∴普通0068962（本部） �1．746 �851 

信金駅前　普通1068715（ア函痢） �39．585 �603 

信金駅前　普通1130053（諦短） �14．739 �507 

信金駅的∴普通0994876（福デl） �14．642 �253 

信金駅前　普通1131512（福生きデI） �25 �846 

信金駅前　普通1125068（居宅） �8，385 �062 

信金駅前　普通1018697（支援七汚－） �2 �926 

信金駅前　普通1153015（やすらぎ） �11．629 �109 

信金駅前普通1166503研げヤの 岩手銀行普通1357423（やすらぎ） �16，608 　5 46，000 �520 
431 

定期預金 ��000 
一関信金駅前同0721576　7高雄短期入所 �10，000 �000 

一関信金駅前No．0720j57　7拘り7短期入所 �10．000 �000 

一関信金駅前NoO7282517和雄短期入所 �2，000 �000 

一関信金駅前NoO728269　福光園デイ �1．500 �000 

一関信金駅前MO720423　福光園デイ �2，500 �000 

一関信金駅前同0720」49　福光園デイ �10，000 �000 

一関信金駅前同0720465　福光園デイ �10，000 �000 

草葉未収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙事業未収金明細書参照） �146，090 �531 
未収補助金 �6，534 �032 

平成27年度事業復興型雇用創出助成金13名分 �6，500 �000 
平成27年度利用者負担軽減制度事業補助金 �34 �032 

徴収不能引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福光囲7部外、福光園子当利用者負担金 �△14 �304 
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流動資産計 �430，547 �904 

固定資産 �284，153．259 

基本財産 
土地 

一関市萩雑事大袋56番4　宅地13．808．璃nf �56．748．800 

一関市萩雑事大袋306番1宅地5．323品 �8，855，313 

一関市萩湛字大袋305番5　宅地100壷 �15，920．000 

一関市萩潅字大袋473番　宅地23．12品 �272，816 

一問市其柴字武奈沢39番　宅地11．088．13誼 �98，324，000 

一関市貝薬学武奈沢38番2　宅地291．15m �1．165，000 

一関市貝柴字武奈沢」0番2　宅地1．464品 �8，670，000 

一関市貝紫字岩ノ沢71番3　宅地1761㌔ �719．000 

一関市貝柴字岩ノ沢90番3　宅地1．703．講証 �11．775，000 

一関市兵楽手岩ノ沢91番8　宅地1．968．541五 �24言37．000 

一関市典薬字岩ノ沢91番9　宅地1．251．2品 �9．470．000 

一関市真築字岩ノ沢104番　宅地79．83品 �457．000 

一問市典薬字岩ノ沢90番5　宅地2．18I．4品 �11．339，000 

一関市貝薬学岩ノ沢91番目　宅地3．137．84nf �6言04，680 

一関高貴喋字岩ノ沢91番2　宅地796品 �2言09．400 

一関市真柴字岩ノ沢91番19　宅地1．525．37着 �28．086，250 

建物 �1．224615，712 

特別養護老人ホーム福光園舎1楠（ボンナ重合〉 �383，688， �702 
福光園短期入所生活介護1梯 �941329，321 
ケアハウス老楽園特定施設1板 �176，683．191 

休憩所・物証I株 �4，708， �194 
ケアハウス若菜園園舎1棟 �142，850，794 



別離5 平成28年5月25日

（平成28年3月81日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（邸位：円）　2頁 

資産・負債の内歓 �金　　額∴ 
老楽園デイサービスセンター禽1梯 �66，584876 
陶芸作寮費I彿 �2，5即．981 

縛別襲態老人ホーム福光園アお嫉園舎1錬 �257．468，406 
福光固アわ嫉短期入所生活介鰻1擬 �5．478，926 
自動車車種1能 �1 
胸糞作菜窒1陳 �1 
ボイラー窒i擬 �2．917．299 

福光園デイサービスセンター禽1擬 �61．215，512 
休題窒1餓 �627．140 

グループホームフクちゃんハウス1瞭 �25．481．368 
定期預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻本財産鱒定預金（本部会甜） �3．000，000 

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本財産部 �1，511．76＆971 

その他の固定資産 �381．000 

土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一関高藤謹事大製19－7　畑381蘭 
建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やすら掌の家貨貸物件磨菜用改修竣 �4306．449 
櫛籠勅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別離固定費麓管理台投網魔物）参照 �12，681．571 
機徴及び畿撞　　　　　　　　　　　　　　　　　　別離固定資産管理令緩く撥餞及び製駐）参照 �35，285，512 
事鰯遜撒異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動紙固定資産管理合繊（蒔両運搬具）参照 �9，718，537 
怒具及び術晶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別離固定資産管理台帳（醒具及び備品）参照 �11．792，752 
投資有価統治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和63年一関借用金臆証券 �5，000 
退職給付引当資産 �80．696．177 

福光固 �17．466，695 

徳光国籍期入所 �1．516，602 

福光園ヘルパーステーション �3062，598 
ケアハウス老楽園 �8，494．918 

老薬園デイサービスセンター �6．873．855 

績光園アネックス �19，197．200 

徳光囲アネックス短期入所 �2，448，098 
徳光囲デイサービスセンター �6194583 
グループホームやすらぎの蘇 �1．945，358 

グループホームフグちゃんハウス �3，021，826 

福光園居宅介態支援導欒斯く支援七労一合） �10，474444 
その他の積立資産 �7．100．000 

修繕頼立資産 �6．100．000 
一関信金駅前駈0720415　7約㍍短期入所 �4100，000 

一関信金敵前腿0712684　やすちぎの家 �1．000，000 

一関信金駅前Iぬ0712882　フグちゃんハウス �500，000 

一問信金駅前随0712854　フグちゃんハウス �500．000 

その他の鯛立頚踵　　　　　　　　　　　　　　　　　一関信金寂静馳0720481徳光固デイ �1．000】080 
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の国定費壷請 �161．966．998 

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定資産計 �1．6731735．969 

資産合軸 �2．104283．873 



飢餓5 平成28年5月25日

（平蔵諏牢‾珊1日親電）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ �単位：円）　3頁 

資産・負債の内訳 �金　　額 
2．負億の轍 �33．230，9〟 

流動負債 
箪幾未払金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別離箪欒未払金明細萄珍照 
1年以内返済予定設備遊金階入金 �32，991．184 

福光回避鍾資金（一関信金） �12，782，760 
福光国籍糊入所建籠資金（一関信金） �3，867，240 
老楽園鰐定施設建嬢資金（一関信金） �5，550，000 
老楽園一腰建鍾賞金（一関信金） �3，000，000 
老楽園デイ離籍奨金（一関信金） �3．000，000 
老楽園デイがり約㍍設置費金（一関信金） �1．308．000 
福光園ア和嫉改修・紅綬田資金（一関信金） �lI952日60 
徳光園デイSP設置資金（一関信金） �341．628 
徳光園デイE型増設演金（一関信金） �1．150．000 
フクちゃんSP殿田賞金（一関信金） �39，396 

1年以内返済予定農期運営資金借入金 �3546，816 

預り金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福光図7勅躯利用者1名刺用的頼り �12，n3 
職員預り金 �139，242 

健康保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳光園・福光固ア勅ク欄貝健康保険料 �50，820 
厚生年金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳光図・徳光園アめ嫉職員厚生年金 �78，442 
市町県民撹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福光園デイサービス職員1名分 �5．300 
県祉協爽涼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳光園デイサービス職員1名分 �3．680 
その他預り金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳光固デイサービス職員親睦会会費1名分 �1．000 
螢与引当金 �28．855．009 

徳光園 �＆098，059 

縞光園短期入所 �813，513 

徳光園ヘルパーステーション �700．800 
ケアハウス老楽園 �a718，174 
老楽園デイサービスセンター �2，849，250 

徳光園アネックス �6．373．556 

福光園アネックス短期入所 �952，384 
徳光園デイサービスセンター �1．848．579 
グループホームやすらぎの象 �1．034420 

グループホームフクちゃんハウス �1．1他．807 
編先回居宅介醒支援暮発誘く支援七源一含） �1，822．467 

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流動負強請 �9＆775．968 

固定負債 �673．500，436 

設備資金借入金 
福光回避徳資金（一関信金） �300．542，090 

福光園鰻糊入所建築資金（一関信金） �90，927．910 
若紫国籍短銃設題徳資金（一関信金） �130，490．000 

老楽園一越建鍾資金（一関信金） �57．000，000 
老楽園デイ建鍾資金（一関信金） �57，000，000 

老楽園デイが’腫物綬鵠資金（一関信金） �2，476，000 
結党田浦切ス改修・紺殿田資金（一関信金） �26．450，795 
徳光園デイSP殺旺賞金（一関信金） �4628．315 
福光園デイE型増設資金（一関信金） �3．450．000 
フクちゃんSP設置資金（一関信金） �535，326 

長期運営資金借入金 �48055，564 
退職給付引当金 �80．696．177 

福光園 �17，466．695 

稲光園短期入所 �1．516，602 

徳光囲ヘルパーステーション �3062，598 
ケアハウス老楽園 �8，494918 
老楽園デイサービスセンター �6873，855 

福光園アネックス �19，197．200 

徳光囲アネックス短期入所 �2448，098 
徳光園デイサービスセンター �6日的583 
グループホームやすらぎの家 �1．945，358 

グループホームフクちゃんハウス �3021．826 
徳光園居宅介鰻重暖帯袋斯く支接せ溜一合） �10．474444 

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定負機軸 �802．252．177 
負債会社　＿ �901．028言45 

差引継筆書 �っ1．＿203255．■728 


